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自然由来と推測されるヒ素の地下水調査例
Surveys of naturally−derived arsenic in groundwater
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Ⅰ はじめに

の地区の特徴として，環境基準値以上の濃度で検出さ
れる帯水層を明らかにすることを目的とした．

本報告では，道内地質体に関する自然由来有害物質

Ⅱ 帯水層区分

のリスク情報を提供する地質情報システムを構築する
ために実施した「重点研究

自然由来有害物質の分布

状況に関する地質情報システムの開発」
の一環として，

地下水中からヒ素が検出される帯水層の区分は，既

地下水への影響について調査した結果を報告する．本

存の資料により行った．帯水層を構成する地層の性状

システムでは，自然由来有害物質として，土壌汚染対

に関する記述は省略したので，引用した文献を参照願

策法が指定する第二種特定有害物質のうち，自然界に

いたい．

普遍的に存在するヒ素・セレン・鉛・カドミウム・ク

札幌市の調査地点は，主に北区，東区，白石区及び

ロム・水銀・ホウ素・フッ素を対象とした．これらの

手稲区を中心とした低地とその縁辺部に多く分布する．

うち，地下水への影響に関しては，地下水中から比較

これらの地点の帯水層 は，岡（1977，1978，2005）
を

的検出されることの多いヒ素に着目して調査を実施し

参考に，下位から下部更新統の材木沢層，中部〜上部

た．

更新統の中〜後期更新世堆積物，上部更新統及び完新

国内における地下水中のヒ素濃度については，多数

統の沖積層に区分した．

の報告があり，飲料水としての分析・調査のみならず

旭川市の調査地点は，石狩川，忠別川，美瑛川の合

地球化学的な見地からの研究も古くからすすめられて

流する上川盆地内に位置する．これらの地点の帯水層

いる
（例えば，金子，1979；益田ほか，1999）
．しかし，

は，北海道開発局農業水産部・北海道立地下資源調査

筆者らの知る限り，北海道内の水環境におけるヒ素に

所（1997）
を参考に，下位から鮮新統の旭川層，完新統

関する調査研究には，表流水に関する沼辺ほか（1983）

の低位段丘堆積物及び現河川氾濫原堆積物に区分した．

及び辰巳ほかの一連の研究（例えば，辰巳ほか，2002）

名寄市の調査地点は，名寄盆地の市街地に位置し，

等はあるが，水質汚濁防止法に基づく水質測定以外に，

岡（1994）
によれば中新統の川西層の上位に現河川氾濫

地下水に関する調査研究は無いようである．

原堆積物が分布する．

調査対象は，道内で水質汚濁防止法に基づいて実施
されている地下水の水質測定において，複数地点もし

Ⅲ 研究方法

くはかつ継続的にヒ素が検出されていること，また井
戸資料の入手可能性を考慮し，札幌市，旭川市及び名
寄市とした．

調査対象の井戸の深さなどの情報は，主に地下水調
査を行う事業者から提供を受けたが，現地で聞き取り

北海道において水質汚濁防止法に基づいて実施され

を行ったり，公表されている井戸資料を参照する等，

ている調査は，無作為抽出的に行う
「概況調査」
により，

できるだけ正確な情報を入手するように努めた．各井

環境基準以上の汚染が検出された後，「周辺調査」
を行

戸の対象とする帯水層は，スクリーン深度不明の場合

い，汚染範囲を確定する．その後，経年的な変化の確

には，井戸深度から推定した．

認及び継続監視のために「継続調査」
を行う手順になっ

地下水の採水は，2011 年度及び 2012 年度にヒ素に

ている．このため，これらの調査で得られたデータは，

ついて周辺調査及び継続調査を行う事業者の調査に同

ある程度全道を網羅した状況が反映されるものの，高

行し，同時に水試料を採取した．

濃度地区が強調されやすい．以上のことから，高濃度

試料は原則としてワットマン GF/F にて濾過を行い，
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実験室に搬入して分析を行った．主要イオンの塩化物
イオン，硫酸イオン，硝酸性窒素，ナトリウムイオン，
カリウムイオン，カルシウムイオン及びマグネシウム
イオンはイオンクロマトグラフ法により分析した．ア
ルカリ度は 0.16 N 硫酸滴定法により求めた．
次に，水質組成を比較し，地下水の特徴を検討する
ために，キー・ダイアグラムをもちいた（第 1 図）
．こ
の図では，試料水中に溶存する主要な陽イオンと陰イ
オンの構成割合により，各試料のプロット位置を決め，
表示する．多くの場合，プロット位置により 4 つの領
域に区分して試料水の性質を比較検討する．一般に，
I 型は河川水や浅い地下水，II 型は淡水性の被圧地下
水，IV 型は海水，化石塩水，温泉水，坑内水等の水
質を示す（山本，1992）
とされており，III 型には浅い
地下水が属することが多い．
なお，水温，pH，電気伝導率及びヒ素濃度は，地
下水分析を行う事業者による測定値である．

第 １ 表 札幌市における地下水調査結果
Table 1 Results of groundwater survey in Sapporo

第１図 キー・ダイアグラム
Fig. 1 Key diagram．

自然由来と推測されるヒ素の地下水調査例
（丸谷

薫・森野祐助）
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第 ２ 表 旭川市における地下水調査結果
Table 2 Results of groundwater survey in Asahikawa

第 ３ 表 名寄市における地下水調査結果
Table 3 Results of groundwater survey in Nayoro

Ⅳ 結

果

らの多くの試料の水質組成は，浅い地下水の特徴（I，
III 型）
を示した．

札幌市において調査した結果を第 1 表及び付図 1，2

旭川市において調査した結果を第 2 表及び付図 3，4

に示した．井戸深度の判明している井戸について，帯

に示した．井戸深度の判明している井戸の大部分の帯

水層区分ごとに検討する．沖積層では，市の西部から

水層は，現河川氾濫原堆積物〜低位段丘堆積物であり，

北部及び東部に位置する西−1，手−3，北−4，6，東

スクリーンが旭川層に及ぶ場合もあるが，一部に過ぎ

−6
（2012年度のみの調査）
でヒ素濃度が環境基準値
（0.01

ない．

mg/L）
以上であった．中〜後期更新世堆積物では，市

これらの井戸でヒ素濃度が環境基準値以上であった

の北西部から北部及び東部に位置する北−5（2011 年

のは，南東部の東光地区（光−1）
，北東部の永山地区

度のみ基準値以上）
，白−1・3，白−4（2012 年度のみ

（永−1）
であり，2011 年度のみ基準値以上であったの

の調査）
，手−1・2・4・5，清−1 でヒ素濃度が環境

は，北東部の末広〜東鷹栖地区（鷹−1，末−1）
であっ

基準値以上であった．また，材木沢層の可能性のある

た．これらの試料の水質組成は，浅い地下水の特徴
（I，

市北部に位置する北−2 でも基準値を超過した．これ

を示した．井戸深度が不明の井戸では，旭川市
III 型）
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辞

でヒ素濃度が環境基準値以上であった．
名寄市において調査した結果を第 3 表及び付図 3，4

本調査をすすめるにあたり，国土交通省北海道開発

に示した．名−1 は名寄市街に位置し，帯水層は川西

局旭川開発建設部治水課，札幌市環境局環境都市推進

層である．この井戸ではヒ素濃度が環境基準値以上で

部環境対策課及び旭川市環境部環境対策課には，現地

あり，水質組成は浅い地下水の特徴を示した（I 型）
．

の地下水調査の便宜のほか，井戸及び砒素濃度の分析
値等の資料を提供していただいた．また，国土交通省
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付図１

2011 年度に調査した札幌市における地下水
の水質組成
Appended fig. 1 Chemical composition of groundwater
in Sapporo in Japan fiscal 2011.

付図２

付図３

付図４

2011 年度に調査した旭川市及び名寄市にお
ける地下水の水質組成
Appended fig. 3 Chemical composition of groundwater
in Asahikawa and Nayoro in Japan fiscal
2011.
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2012 年度に調査した札幌市における地下水
の水質組成
「東−6」
及び「白−4」
は，国土交通省河川局編
（2004）
による．
Appended fig. 2 Chemical composition of groundwater
in Sapporo in Japan fiscal 2012.
「東−6」and「白−4」were plotted after
国土交通省河川局編（2004）
.

2012 年度に調査した旭川市及び名寄市にお
ける地下水の水質組成
Appended fig. 4 Chemical composition of groundwater
in Asahikawa and Nayoro in Japan fiscal
2012.

